
■レギュラーカード
レギュラーカード

01 森保　一 38 瀬古 歩夢
02 川島 永嗣 39 遠藤 航 
03 権田 修一 40 相馬 勇紀
04 シュミット・ダニエル 41 三好 康児
05 中村 航輔 42 三笘 薫
06 長友 佑都 43 堂安 律
07 佐々木 翔 44 田中 碧
08 谷口 彰悟 45 久保 建英
09 昌子 源 46 林 大地
10 山根 視来 47 前田 大然
11 室屋 成 48 上田 綺世
12 植田 直通 49 高倉 麻子
13 中谷 進之介 50 池田 咲紀子
14 小川 諒也 51 平尾 知佳
15 原口 元気 52 山下 杏也加
16 伊東 純也 53 スタンボー 華
17 橋本 拳人 54 熊谷 紗希
18 南野 拓実 55 土光 真代
19 古橋 亨梧 56 清水 梨紗
20 守田 英正 57 宮川 麻都
21 川辺 駿 58 南 萌華
22 鎌田 大地 59 宝田 沙織
23 坂元 達裕 60 高橋 はな
24 大迫 勇也 61 中島 依美
25 オナイウ 阿道 62 長谷川 唯
26 浅野 拓磨 63 杉田 妃和
27 大迫 敬介 64 三浦 成美
28 谷 晃生 65 塩越 柚歩
29 鈴木 彩艶 66 林 穂之香
30 吉田 麻也 67 北村 菜々美
31 酒井 宏樹 68 木下 桃香
32 板倉 滉 69 菅澤 優衣香
33 中山 雄太 70 岩渕 真奈
34 町田 浩樹 71 田中 美南
35 旗手 怜央 72 籾木 結花
36 冨安 健洋 73 遠藤 純
37 橋岡 大樹



■レギュラーカード ■直筆サインカード
チェックリスト SG33 中山 雄太

74 SAMURAI BLUE SG34 町田 浩樹
75 U-24 日本代表 SG35 旗手 怜央
76 なでしこジャパン SG36 冨安 健洋

SG37 橋岡 大樹
■直筆サインカード SG38 瀬古 歩夢

SG01 森保　一 SG39 遠藤 航 
SG02 川島 永嗣 SG40 相馬 勇紀
SG03 権田 修一 SG41 三好 康児
SG04 シュミット・ダニエル SG42 三笘 薫
SG05 中村 航輔 SG43 堂安 律
SG06 長友 佑都 SG44 田中 碧
SG07 佐々木 翔 SG45 久保 建英
SG08 谷口 彰悟 SG46 林 大地
SG09 昌子 源 SG47 前田 大然
SG10 山根 視来 SG48 上田 綺世
SG11 室屋 成 SG49 高倉 麻子
SG12 植田 直通 SG50 池田 咲紀子
SG13 中谷 進之介 SG51 山下 杏也加
SG14 小川 諒也 SG52 スタンボー 華
SG15 原口 元気 SG53 熊谷 紗希
SG16 伊東 純也 SG54 土光 真代
SG17 橋本 拳人 SG55 清水 梨紗
SG18 南野 拓実 SG56 宮川 麻都
SG19 古橋 亨梧 SG57 南 萌華
SG20 守田 英正 SG58 宝田 沙織
SG21 川辺 駿 SG59 高橋 はな
SG22 鎌田 大地 SG60 中島 依美
SG23 坂元 達裕 SG61 長谷川 唯
SG24 大迫 勇也 SG62 杉田 妃和
SG25 オナイウ 阿道 SG63 三浦 成美
SG26 浅野 拓磨 SG64 塩越 柚歩
SG27 大迫 敬介 SG65 林 穂之香
SG28 谷 晃生 SG66 北村 菜々美
SG29 鈴木 彩艶 SG67 木下 桃香
SG30 吉田 麻也 SG68 菅澤 優衣香
SG31 酒井 宏樹 SG69 岩渕 真奈
SG32 板倉 滉 SG70 田中 美南



■直筆サインカード ■GEM
SG71 籾木 結花 GEM01 シュミット・ダニエル
SG72 遠藤 純 GEM02 長友 佑都 

GEM03 室屋 成 
■ビッグジャージーカード GEM04 谷口 彰悟 

BJC01 谷　晃生 GEM05 植田 直通 
BJC02 吉田　麻也 GEM06 原口 元気 
BJC03 酒井　宏樹 GEM07 橋本 拳人 
BJC04 中山　雄太 GEM08 南野 拓実 
BJC05 冨安 健洋 GEM09 守田 英正 
BJC06 遠藤　航 GEM10 鎌田 大地 
BJC07 三好　康児 GEM11 大迫 勇也 
BJC08 堂安　律 GEM12 谷　晃生
BJC09 田中　碧 GEM13 吉田　麻也
BJC10 久保　建英 GEM14 酒井　宏樹
BJC11 林　大地 GEM15 中山　雄太

GEM16 冨安 健洋
ビッグパッチカード GEM17 遠藤　航

BPC01 谷　晃生 GEM18 三好　康児
BPC02 吉田　麻也 GEM19 堂安　律
BPC03 酒井　宏樹 GEM20 田中　碧
BPC04 中山　雄太 GEM21 久保　建英
BPC05 冨安 健洋 GEM22 林　大地
BPC06 遠藤　航
BPC07 三好　康児
BPC08 堂安　律
BPC09 田中　碧
BPC10 久保　建英
BPC11 林　大地
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